
練馬こぶしハーフマラソン２０２３
大会協賛のご案内

令和４年８月

練馬こぶしハーフマラソン実行委員会



練馬こぶしハーフマラソンについて

 主 催：練馬こぶしハーフマラソン実行委員会 （会長：練馬区長 前川 燿男）

開催に当たっては、日本陸上競技連盟の定めるガイドラインに基づき、
万全の感染症対策を講じます。

練馬区、練馬区教育委員会、(公社)練馬区体育協会、練馬区陸上競技協会、練馬区スポーツ推進委員会、

練馬区レクリエーション協会、練馬区町会連合会、光が丘地区連合協議会、(一社)練馬区産業振興公社、

(一社)練馬産業連合会、東京商工会議所練馬支部、練馬区商店街連合会、(公社)練馬東法人会、(公社)練馬西法人会、

東京あおば農業協同組合、(一社)練馬区医師会、練馬区立小学校長会、練馬区立中学校長会、

(株)ジェイコム東京東エリア局

令和５年３月26日（日）、
「練馬こぶしハーフマラソン」を４年振りに開催します。
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練馬こぶしハーフマラソンは、全国から5,000人のランナーが参加し、主要
幹線道路や練馬の魅力である緑豊かな公園内など特色あるコースを楽しん
でいただくとともに、2,000人のボランティアが暖かいおもてなしでお迎えする
練馬区最大のスポーツイベントです。

新型コロナウイルス感染症等の影響により、社会経済情勢の先行きが見通せない中ではありますが、これまで同様、
区民の皆様に親しまれ愛される大会となるよう、全力で取り組んでまいりますので、引き続きのご支援・ご協賛を賜りたく、
謹んでお願い申し上げます。



練馬こぶしハーフマラソン２０２３大会概要

 日 程：令和５年３月２６日（日）

午前８時スタート

 会 場：都立光が丘公園（スタート・ゴール）

 種 目：

 ハーフマラソンコース：右図をご参照ください。

競技種目 参加年齢 定員（予定）

ハーフマラソン
（21.0975km）

高校生以上 5,000名

マイルラン
（1.6km）

小学生１名と
中学生以上１名の
２人１組

300組
(600名）
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コース（前半）

コース（後半）

【凡例】



 ランナー、メディアからの高い評価
 ２０１９年大会は、全国のハーフマラソン大会の中で６位

（ RUNNET ランナー評価より）

 全国ランニング大会１００撰に５大会連続で選出

練馬こぶしハーフマラソンの特色

 オール練馬で作り上げる、練馬区最大のスポーツイベント

 ランナー：定員５，０００人 （出走４,７６４人およそ６割が練馬区民）

 ボランティア：約２，０００人（体育団体、町会・自治会、学校、企業等）

 観客数：約７３，０００人 （沿道 １５，０００人、光が丘公園内 ５８，０００人）

※いずれも２０１９大会実績公園観客数は一般来場者含む。

「ＲＵＮＮＥＴ」大会ランキング

 家族みんなで楽しめるイベント

当日は、光が丘公園内のイベント広場に、飲食ブース等が多数出店しま
す。さらに広場の特設ステージでは、ゲストランナーによるトークショー等を
行う予定です。
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協賛区分
協賛金額

セット
プラン名

セット内容

大会プログラム
協賛

応援手旗
協賛

のぼり旗
協賛

ナンバーカード
協賛

ゲート
協賛

特別協賛
（100万円）

Ｓ１ A4・全面カラー ― ― １枠分 ４か所

Ｓ２ ― 2,000本 ― １枠分 ４か所

一般協賛Ａ
（30万円）

Ａ１ A4・全面カラー ― ― ― ―

Ａ２ A4・全面白黒 ― 20本 ― ―

Ａ３ ― 2,000本 ― ― ―

ご協賛のお申込みについて

①個別のメニューから申し込む

②セットメニューから申し込む

 大会プログラム協賛 （２万円～）

 応援手旗協賛 （５万円～）

 のぼり旗協賛 （８万円～）

 イベント出店協賛 （５万円～） など （詳細は次ページ）

セットメニューを
お申込いただくと、

様々な特典が
付きます！

※特典の詳細は

９ページへ

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。
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お申込みいただける個別メニュー（一覧）

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。

メニュー名 広告等の規格・数量等 協賛金額 備考

大会プログラム

協賛

大会参加ランナーおよびボランティアに配付予定 発行部数約８，０００部
本文・カラー広告 Ａ４・１頁(全面) ３０万円
本文・白黒広告 Ａ４・１頁（全面） １６万円 1/2頁 ８万円、 1/3頁 ６万円、 1/10頁 ２万円

・掲載ページおよび掲載位置は
主催者一任とさせて頂きます。

応援手旗協賛

大会当日、主会場やコース沿道で無料配布する応援手旗（H210×W270mm）の

下部約１/2に協賛者ロゴ等を単独掲載します。（環境負荷軽減のため、今大会から「紙」で製作します。）

２，０００本単位：３０万円、１，０００本単位：２０万円、１００本単位：５万円

・複数口申し込み可

・配布場所指定はできません。

のぼり旗協賛

大会１週間前から光が丘公園ふれあいの径とふたご橋に設置するのぼり旗（H1800×W600

mm）下部約300mmに協賛者ロゴ等を単独掲載します。

１口・10本単位の申し込みとなります。

１口

８万円

・複数口申し込み可

・設置場所指定はできません。

イベント出店

協賛

イベント会場に出店ブースを１区画（３.６m×２.７m、テント、机、いす、コンセント付）提供しま

す。ブース区画内では、各種展示・啓発、販促活動、物品・飲食物等の販売を行うことが出

来ます。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、飲食物の提供が出来なくなる場合

があります。あらかじめご理解くださいますようお願いします。

５万円
・特別協賛・一般協賛Ａに提供す

る区画を優先します。

ナンバーカード

協賛

ナンバーカード（H200×W240mm）上部約３分の１に協賛者ロゴ広告等を掲載。発行枚数
は、約１２０００枚（６０００人分）を予定。各協賛者への割当枚数は、総発行枚数の按分としま
す。 セットプラン（前頁参照）Ｓ１、Ｓ２をお申し込み

いただいた団体・企業様のみの限定メニュー
です。

ゲート協賛 協賛者指定ロゴ等をスタートゲート、フィニッシュゲートに掲載。
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個別メニューのご詳細①
【大会プログラム協賛】

参加ランナーおよびボランティアに配付する大会プログラムに、協
賛者広告原稿を掲載します。プログラムにはその他、大会参加時
の諸注意などが掲載されています。

カラー広告
Ａ４・１頁(全面)
３０万円

白黒広告
Ａ４・１頁(全面)
１６万円

白黒・１／２頁
８万円

白黒・１／３頁
６万円

白黒・１／10頁
２万円

発行部数：約８，０００部

【のぼり旗協賛】
大会１週間前から光が丘公園に掲出するのぼり旗の
下部に、協賛者ロゴ等を掲載します。
期間中、多数の公園来場者にＰＲが可能です。

Ｈ２１０×Ｗ２７０mm

協賛者名
（H300mm）

協賛者名
（H100mm以内）

【応援手旗協賛】
大会当日、主会場やコース沿道で無料配布する応援手旗の下部
に協賛者ロゴ等を掲載します。沿道での広告としてだけでなく、社
内の応援グッズとしてもご活用いただけます。なお、環境負荷軽減
のため、今大会から応援手旗は「紙」で製作します。

Ｈ１８００×Ｗ６００mm
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他ブース

2700mm

○○○エリア

ブース出店者名

※イメージ

＜ブースの規格＞
広さは、３６００mm×２７００mm、横幕付き
折り畳みテーブル（Ｈ７００×ｗ１８００×Ｄ６００mm、白クロス付）×２卓
折り畳みイス（４脚）、電源（１００Ｖ/１５Ａ・差込み口２つタイプ）×１
出店者名の吊看板（Ｈ２００×Ｗ９００mm、テキスト出力）

 食品販売、飲食営業を行う場合には、食
品衛生法等関係法令を遵守するとともに、
保健所、消防署等の関係機関および主催
者の指示に従ってください。また、飲食
営業を行う場合は、お申し込み前に大会
事務局まで必ずご相談ください。

 大会はやむを得ず中止する場合がありま
す。この場合おいて、仕入れ金の損害や
営業機会の損失、その他いかなる名目に
おいても出店者に対する金銭補償は一切
いたしかねます。

個別メニューのご詳細②

大会当日、光が丘公園内で開催するイ
ベント広場には、競技を終えた多数のラ
ンナーとそのご家族等が訪れます。出店
ブースは、物品や飲食物の販売・販促な
ど様々な用途でご利用いただけます。

【イベント出店協賛】
イベント会場に出店ブースを１区画（３.６m×２.７m、テント、机、いす、コンセント付）提供し
ます。ブース区画内では、各種展示・啓発、販促活動、物品・飲食物等の販売を行うこと
が出来ます。
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、飲食物の提供が出来なくなる場
合があります。あらかじめご理解くださいますようお願いします。
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個別メニューのご詳細③

A1234

協賛者名

【ナンバーカード協賛】
全ランナーに発行するナンバーカード（胸・背）に協賛
者ロゴ等を掲載。制作総数約12,000枚（6000人分）、各
協賛者割当枚数は按分となります。

【ゲート協賛】

Ｈ２００×Ｗ２４０mm

会場内のスタート・フィニッシュ各ゲートに協賛者ロゴ等を掲載します。

こちらはセットプランＳ１、Ｓ２をお申込みいただいた団体・企業様の限定メニューです

H75mm以内
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セットメニューの主なご特典①

 大会特別エントリー枠を無償でご提供します！

特別協賛 １０名分、一般協賛Ａ ３名分

ご利用方法の例

・社員様の出走やその応援など、社内を盛り上げるイベントとして

・お得意先様への営業材料として

 ナンバーカード等の封入した送付物に広告

用の御社のチラシを封入いただけます！

特別協賛 ２種類、一般協賛Ａ １種類

配付部数 １種類につき、約６，０００部

 表彰式やゲストトークショー等を行うメインステージ

のパネルに協賛者のロゴを掲載します！

特別協賛 ステージバックパネル、一般協賛Ａ 袖パネル
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上記以外にも様々な特典がございます。詳細は次ページをご覧ください。



ご協賛の特典（一覧）

特典内容
特別協賛

（100万円以上）
一般協賛Ａ
（30万円以上）

一般協賛Ｂ
（30万円未満）

大会特別エントリー枠 10名分 3名分 ―

大会イベント会場にブース出店 １区画 １区画 ―

特設ステージ装飾で協賛者名等をPR
バックパネルに
ロゴ表示

袖パネルに
社名表示

―

大会会場内に、協賛者指定のロゴ等を単独
掲載した横断幕を掲出

１枚 １枚 ―

ナンバーカード等事前送付用封筒に協賛者名を掲載
（角２・約6,000枚）

〇 〇 ―

ナンバーカード等の送付時に協賛者のチラシ（Ａ４）を
封入（約6,000部）

２種類 １種類 ―

大会ホームページに協賛者ホームページリンクを設定
広告バナー
リンク

広告バナー
リンク

協賛者名
リンク

Web完走証に協賛者名を掲載 〇 ― ―

大会車両に協賛者指定のロゴ等を掲載
〇

※限定１社
― ―

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。
※大会車両へのロゴ掲載は、最高額の協賛金額を提示された１社のみの限定メニューです。

New!

New!

New!
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 ご連絡・お問い合わせ先

練馬こぶしハーフマラソン実行委員会事務局

協賛担当

TEL ： 03-5984-3555

E-mail ： kyousan.kobushi@gmail.com  

練馬こぶしハーフマラソンを一緒に盛り上げましょう！
大会へのご協力・ご連絡、お待ちしております！

11


